
第13回　雨水ネットワーク全国大会2021オンライン

タイムスケジュール＆登壇者

開始 終了 スポット

8:30 事務局 スタッフ集合

準　備

8:40 9:10 30分 事務局 ブレイクアウトルーム レクチャー打合せ

8:45 事務局 参加者入室開始 参加者の入出許可は事務局のみで対応

9:00 大会スタート 尾崎（全体進行） 大会開始アナウンス、実行委員長紹介

9:00 9:05 5分 屋井 開会あいさつ 屋井

大会スタート 尾崎 ビデオメッセージ紹介

9:05 9:10 5分 ビデオ ビデオメッセージ 国土交通省　水資源部長　三橋さゆり

大会スタート 尾崎 コンテンツへのつなぎ

9:10 60分 事務局 奥村・島谷・山下 島谷山下紹介PPT レクチャー 奥村奈津美（進行） 島谷幸宏（解説） 進行に合わせ、動画を視聴、それについてのコメントの繰り返し

9:10 9:20 奥村・島谷・山下 説明 山下輝和（コメンテータ） 進行説明

9:20 6分 奥村・島谷・山下 ビデオ 動画　プロローグ プロローグ「水循環・日本の水利用」

3分 奥村・島谷・山下 ビデオ 動画　恵み１ レクチャー恵み１「天水〜日本人と雨のつきあい方」

3分 奥村・島谷・山下 ビデオ 動画　恵み２ レクチャー恵み2「雨活ってなに？」

3分 奥村・島谷・山下 ビデオ 動画　恵み３ レクチャー恵み3「雨の水質・整雨の話」

9:38 3分 奥村・島谷・山下 ビデオ 動画　恵み４ レクチャー恵み4「雨水タンクってなに？、その使い方」

9:38 9:43 奥村・島谷・山下 解説

9:43 10:01 18分 奥村・島谷・山下 ビデオ 動画　災い  レクチャー災い　「災いの雨」

10:01 10:09 奥村・島谷・山下 解説

10:10 奥村・島谷・山下 締め

詳　　細
時刻

時間 イベント 登壇者・関係者
Zoom操作

共有等
コントロール

大北・市川・島谷・山下・奥村



開始 終了 スポット
詳　　細

時刻
時間 イベント 登壇者・関係者

Zoom操作
共有等

コントロール

10:10 尾崎 次コンテンツへのつなぎ

10:10 10:20 10分 事務局 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか ディベート 伊豫岡（進行） ディベート進行説明、スピーカー紹介、意見投稿練習

10:20 10:50 30分 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 各自 両チーム主張 國廣　圭太（恵：学生） 大目　雅公（災：学生） 5分×2　主張

司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 各自 高橋　朝子（恵：市民） 松浦ゆかり（災：市民） 5分×2　主張

司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 各自 浜田　晃規（恵：学識） 市川 尚紀（災：学識） 5分×2　主張

10:50 11:20 30分 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか ﾌﾘｰﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

11:20 11:30 10分 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 最終討論準備 両チームは、ブレイクアウトルームへ、10分で自動終了

司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 参加者はそのまま、投稿された意見を紹介

11:30 11:40 10分 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 最終討論 5分×2　両チームから最終主張

11:40 11:45 5分 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか リアクション Googleフォームを利用し、意見を投稿、ワードクラウドで

司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 投稿された意見の傾向を可視化

11:45 12:00 25分 司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 総評・コメント 伊豫岡（進行） 橋本　淳司（コメント） お二人からコメント、まとめ

司会・ｽﾋﾟｰｶｰほか 栗原　秀人（コメント）

尾崎 午前終了アナウンス　再開時間、休憩中の注意事項など

12:10 午前中終了 参加者は、ビデオ＆マイクOFFでそのまま接続、休憩中のPPTを共有

12:10 13:30 80分 事務局 休憩中PPT 昼食休憩

伊

豫

岡

・

笹

川



開始 終了 スポット
詳　　細

時刻
時間 イベント 登壇者・関係者

Zoom操作
共有等

コントロール

13:30 再　開

13:30 尾崎 再開アナウンス

13:30 90分 事務局 司会 各地からの報告 日高（進行） 各地からの報告　8地域×10分＋α

司会・市川 各自 市川尚紀（広島）

司会・神谷 各自 神谷博（東京）

司会・田浦 各自 田浦扶充子（福岡）

司会・大北（松山市） 各自 大北佳代子（松山）

司会・福井 各自 福井陽介（大阪・八尾）

司会・江成 各自 江成敬次郎（仙台）

司会・笠井 各自 笠井利浩（福井）

15:00 司会・近藤 各自 近藤朗（名古屋）

尾崎 次コンテンツへのつなぎ

15:00 60分 事務局 回答者4名＋松山市 相談内容（笹川） 相　談 笹川（進行） LIVEでの松山市からの相談→回答、その他寄せられた相談に回答

回答者4名＋松山市 相談内容（笹川） 尾崎（補助） 岡村晶義（回答者）

回答者4名＋松山市 相談内容（笹川） 向山雅之（回答者）

回答者4名＋松山市 相談内容（笹川） 田浦扶充子（回答者）

司会・回答者4名 相談内容（笹川） 大西和也（回答者）

16:00 司会・回答者4名・松山 相談内容（笹川） 松山市（相談者）

尾崎 次コンテンツへのつなぎ

16:00 16:05 5分 事務局 谷田貝 谷田貝 進め方PPT＋チャット ふりかえり 谷田貝（進行） グループワークの進め方説明

16:05 16:35 30分 事務局 ブレイクアウトR グループワーク 参加者 5〜6名程度でブレイクアウトルームへ自動振り分け

2分前にカウントダウン、30分でブレイクアウトルーム自動終了

16:35 16:50 15分 事務局 ｸﾞﾙ-ﾌﾟﾜｰｸ紹介 尾崎（進行）

各ブレイクアウトルーム代表者 各ブレイクアウトルームで話した内容を報告

16:50 17:00 10分 事務局 総評・大会締め 屋井 尾崎さんが屋井さんに振る

17:00 大会終了 尾崎 中締め的アナウンス

17:00 18:30 事務局 居酒屋「あまみず」 任意参加のフリートーク、飲食可

最長90分（〜18：30）、話が少なくなったら閉店する。

18:30 尾崎 全プログラム終了アナウンス

18:30 大会終了

日高

笹川


